
 

 

 

2022年 3月 3日 

2022年度新歓企画「ステージ企画」へ応募される皆さん 

 

立命館大学学友会 新歓実行委員会 

立命館大学 学生部 

 

2022年度新歓企画「ステージ企画」応募にあたって 

 

 立命館大学新歓運動は、これまで学友会新歓実行委員会により主催・運営され、「学生文化や諸活動

の発表」「学生同士の交流」など、立命館大学生やとりわけ新入生にとって大切な場であり、重要な意

義を持っていました。2021年度は、新型コロナウイルス感染防止対策を徹底したうえで 4月に対面でウ

ェルカムフェスティバルを実施し、FrontieRを用いたオンラインでの交流企画を行いました。現在、学

友会新歓実行委員会は 2022年度新歓運動と具体的な企画およびどのような条件下であれば、安全・安

心に新歓が開催できるかを協議しています。実施にあたっては、引き続き一人ひとりのオミクロン株を

含めた新型コロナウイルスの感染防止対策の徹底が求められます。従来通り、変異株への対応には基本

的な感染防止対策の徹底が重要となります。特に、人が多く集まる場所等に出かけることや、飲食の機

会で感染リスクが高まります。一人ご飯や黙食の徹底をお願いします。 

このような状況と背景を踏まえた、「ステージ企画」や各種企画の応募等の告知となります。このた

め、応募のあった後に企画の枠組みや新型コロナウイルス感染症対策の変更・追加の要請なども想定さ

れます。この点、ご理解をお願い致します。実施団体・参加者・運営側の一人ひとりの安全・安心を第

一にするため、ご協力をお願い致します。 

 

●2022年度新歓企画「ステージ企画」へ応募される皆さんに対応していただきたいこと 

 2022年度新歓企画の実施に向けては、以下の点を必ず確認のうえで団体の一人ひとりが遵守いただく 

ようお願いいたします。 

■実施団体・参加者・運営側の安全・安心の確保を第一に感染防止対策の徹底を行うこと。 

■BCPレベルに応じた施設の定員条件や換気、入構者管理等を行うこと。 

■日常生活を含んだ日々の健康管理と感染防止対策を行うこと。 

■当日の企画における感染防止対策は、新歓実行委員会からの指摘があれば改善の対応をするこ

と。 

■新歓実行委員会および学生部から追加で出される指示や要請についても速やかに対応すること。 

以上 
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今年度のテーマは『Drawing』です。 

ステージで日頃の活動の成果を発揮し、 

ステージをきっかけに、新入生や新２回生に 

興味を持ってもらうために 

このテーマを掲げました。 

パフォーマーそれぞれのカラーが弾ける、 

色鮮やかなステージを一緒に作りましょう！ 
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企画概要 

実 施 日 時：4 月 4 日(月) 12：00～12：50 

4 月 5 日(火) 12：10～13：00 

リハーサル日：4 月 2 日(土)  ※音出しなし 

4 月 3 日(日)  ※音出しあり 

リハーサル時間は未定。 

実 施 場 所：中央広場  

ステージ大きさ：縦 6m 横 8m 

タイムテーブル： 

【4 月 4 日】 

 

【4 月 5 日】 

所要時間

5分

10分

5分

10分

5分

10分

5分

内容

OP

団体①

転換①

団体②

転換②

団体③

ED

12:00

12:35

12:45

12:50

終了時間

12:05

12:15

12:20

12:30

開始時間

12:05

12:15

12:20

12:30

12:35

12:45
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所要時間

5分

10分

5分

10分

5分

10分

5分

開始時間

12:15

12:25

12:30

12:40

12:45

12:55

終了時間

12:15

12:25

12:30

12:40

12:10

12:45

12:55

13:00

内容

OP

団体①

転換①

団体②

転換②

団体③

ED
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出演形式 

募集団体数 6 団体 

パフォーマンス時間 10 分、転換時間 5 分以内 

※１団体から複数の応募(同団体から異グループでの応募)があった場合はステージ

内容のバランスを考えて調整することがあります。  

※すでに他キャンパスのステージに応募した、または応募する予定の団体でも応募

可能です。 

 

【転換時間について】  

転換時間を利用して、出演者へインタビューを行います。インタビュー

内容はヒアリング時に立命館大学放送局（以下、RBC）より確認しま

す。  

 

【配信企画について】 

新型コロナウイルス感染症対策のため収容人数を最大 288 人とし、制

限を行います、また、多くの人が集まる場所での観覧に抵抗のある来

場者もいると考えて、今年はステージ公式 Instagram にてインスタラ

イブを実施します。そのため、出演される団体は、配信企画についても

同意のものとさせていただきます。 
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【雨天時の対応について】  

ステージには屋根があるため雨天時も原則実施します。ただし、大雨

などにより実施が困難だと特別事業部・新歓実行委員会・RBC・団体

（または出演者）の四者で判断した場合は中止いたします。あらかじ

めご了承ください。 

 

禁止事項  

1、発表内容に暴力・差別行為、宗教勧誘行為、反社会的行為、公

序良俗に反する等の行為が含まれるもの  

2、機材・備品などの破損や紛失  

3、その他、中央事務局特別事業部が不適切と判断したもの  

以上の項目は禁止となっております。ご了承ください。 
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新型コロナウイルス感染症対策について 
※新型コロナウイルスの感染状況によっては、実施場所を学生会館小ホールに変更

や、無観客で生配信のみの開催等の可能性がございます。最終判断は学生オフィ

スに一任している故、いつ変更となるかは明記しかねますがあらかじめご了承く

ださい。変更した場合出演を希望しない団体は、エントリーシートにてその旨を

ご記入ください。 

① 出演可能団体について 

立命館大学学生部より申請を行える「2022 年度春学期中の対応による課外

自主活動の実施に向けた対応について」を読んだことを前提とし、これに申

請し、また対面での活動の許可が下りている団体とします。 

 

② 発表に関して 

マスクの着用を義務づけさせていただきます。ただし、マスクの着用ができ

ないパフォーマンスを行う団体に関しては、フェイスシールドなど、飛沫感

染防止に効果が認められるものの着用を義務とします。また上記の場合、個

別に相談させていただきます。さらに、ステージ上にて、出演者は、事前に

リハーサル日から逆算して 14 日前まで及びリハーサル日からパフォーマンス

日までの体温測定記録の提出を義務づけることとします。この提出がない場

合パフォーマンスには出演できませんのでご注意ください。 

 

③ 新型コロナウイルス接触アプリケーション（COCOA）の使用 

 厚生労働省の新型コロナウイルス接触確認アプリケーション（COCOA）や、
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各種 OS に搭載された接触通知の使用を推奨します。 

 

④ 手指の消毒、検温など 

リハーサル、本番前後において手指の消毒、検温を各自しっかり行なって

ください。練習等においても、感染拡大防止に十分注意してください。ま

た、練習後の打ち上げ等は自粛してください。 

 

⑤ 学生オフィスによるパフォーマンス内容の確認 

パフォーマンスにおいて新型コロナウイルス感染症対策がしっかりと行えて

いるかを確認するため、応募する際に提出していただく書類一覧、そしてパ

フォーマンスにおける新型コロナウイルス感染対策に関する書類を作成、提

出していただきます。選考会にて、通過された団体でも、この書類の提出が

ない場合は出場いただけません。募集冊子とは別にフォーマットを用意して

いるのでそちらをダウンロード、必要事項を記入の上、ご提出ください。 
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出演までの流れ 

1 受付 ：3 月 3 日(木)〜3 月 13 日(日)  

受付方法：同冊掲載の提出物を、ステージ公式 LINE に提出 

※詳細は P.14～16 をご覧ください。 

 

2 選考会：3 月 14 日(月) 

選考会によって出演団体を選定させていただきます。選考会への参

加は不要です。 

※詳細は P.16～17 をご覧ください。 

 

3 選考会通過団体発表 ：3 月 14 日(月)  

団体責任者の方に、ステージ公式 LINE にて当選結果をご連絡しま

す。 

  

4 ヒアリング：3 月 15 日(火)～3 月 25 日(金) 9：00～17：00 

発表の内容や方法について特別事業部と RBC と打ち合わせを行います。 

※詳細は P.18 をご覧ください。 
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5 リハーサル ：4 月 2 日(土)  

4 月 3 日(日) 

※詳細な時間は、ヒアリングにてご相談させていただきます。  

集合場所：中央広場  

提 出 物：体温記録表（Excel で作成し、ステージ公式 LINE にて提出

して下さい）※当日の午前 9 時までに提出 

 

◎日程により、機材からの音出し不可能となる場合がございます。 

楽器を使う団体やアカペラサークル等、特別事業部が音出し必須と判断

した団体から優先的に音出し可能時間にリハーサルをしていただきます。

あらかじめご了承ください。 

◎リハーサル実施中は測音を行います。万が一規定値を超えた場合は、特

別事業部の指示に従って頂きますようお願いいたします。  

※ラジカセ（スピーカーは不可）等は使用可能ですので、その場合は団

体で持参して頂くようお願いします。 

◎開始・終了時間は厳密に守っていただきますよう、ご協力お願いいたし

ます。  

   

6 本番 ：4 月 4 日(月) 12：00～12：50 

4 月 5 日(火) 12：10～13：00 

提出物：体温記録表（Excel で作成し、ステージ公式 LINE にて提出して

下さい）※当日の午前 9 時までに提出 
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受付について 

応募条件 

① 立命館大学 2022 年度学友会所属団体であること 

(有志団体は含まない） 

② ステージ出演者の過半数が立命館大学衣笠キャンパスの学生であ

ること 

③ 3 月 14 日(月)時点までに、学生オフィスより対面での活動許可が

降りていること 

 

【受付日時】 

3 月 3 日(木）～3 月 13 日(日） 

 

【受付場所】 

ステージ公式 LINE 

（学友会 HP 上の新歓衣笠ステージ申請フォームに掲載している QR コード

より、ご登録ください。） 
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【提 出 物】 

・チェックリスト 

□エントリーシート P.20～23 

□出演者リスト P.23 

□ヒアリング日程希望表 P.24～25 

□誓約書 (代表者のみ) P.26 

□電力使用願 (必要な場合) P.27 

□車輌入構届 (必要な場合) P.28 

□新型コロナウイルスに関する誓約書 (代表者のみ) P.29 

□映像データ 

 □新型コロナウイルス感染症対策について（別紙） 

・提出物をダウンロードし、Word にて内容を記入 

・提出物をプリントアウトし、内容を記入したうえでスキャン 

上記のどちらかをしていただいたものを PDF にして提出して下さい 

 

※P.19 の「個人情報に関する規約」を必ず読み、同意の上、申し込みを行

うようにしてください。 
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※他企画(団体企画・サークルブース等)責任者を兼任していないことをご確

認ください。 

選考会について 

※団体に選考会へ参加していただく必要はございません。  

【実施日】  

3 月 14 日(月)  

 

【審査方法】  

受付時にステージ公式 LINE にて送っていただいた映像データを用いて

審査委員が審査します。  

審査委員：特別事業部ステージ担当者、以下、RBC ステージ担当者 

 

【審査項目】  

①パフォーマンスの構成、内容がステージ企画の形態にあっているか 

(15 点) 

②これまでの活動実績及び発表に適した技術を有しているか(15 点) 

上記の 2 項目を考慮した上で３０点満点にて選考します。ただし、点数の公表は

いたしません。 

 

【映像データの内容について】  

・映像は 20 分以内とします。  

・出来る限り当日に行う発表に近い内容であるようお願いいたします。  

・撮影した動画には過度な編集(カットなど)を加えないでください。  

・映像データはステージ公式 LINE にて提出してください。 

 

【選考会通過団体発表日】  

3 月 14 日(月) 



15 

 

※選考会通過団体の発表は連絡(電話及びメール)をもってかえさせていただきま

す。ただし通過した団体のみの連絡とします。あらかじめご了承ください。 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ヒアリングについて 

各ステージ担当者と出演に向けた話し合いを 2 回行います。 

日程は受付時に伝えて頂いた希望に基づきます。 

【実施日時・場所】 

日時：1 回目 3 月 15 日(火)～3 月 18 日(金) 9：00～17：00  

      2 回目 3 月 21 日(月)～3 月 25 日(金) 9：00～17：00  

場所：Zoom 

 

【ヒアリング時に確認すること】 

 ※詳細は通過団体発表時にステージ公式 LINE でお送りします。  

◎パフォーマンス内容  

◎インタビュー内容  
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◎当日の流れ 

◎最終確認について  

◎新型コロナウイルス感染症対策ついて 

出演者数・フォーメーション等を確定させた上でヒアリングにご参加いただ

きますようお願い致します。 
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個人情報に関する規約 
 

第１条(目的)  

 本規約は、中央事務局特別事業部(以下、「特別事業部」)が活動上取得する個人情報の保護に関し

て規定するものである。  

第２条(定義)  

 本規約において個人情報とは、個人に関する氏名、住所、生年月日、電話番号、電子メールアド

レス、学生証番号などの個人を識別できる情報を指す。  

第３条(責務)  

 特別事業部は、個人情報保護に関してこの規約を遵守する責を負う。  

第４条(管理責任者)  

 特別事業部における個人情報の取り扱い責任者として、特別事業部部長を管理責任者に置く。  

第５条(安全管理)  

 管理責任者は、特別事業部が本規約を遵守するように指導・監督する  

第６条 (安全管理)  

 特別事業部は、第３者から個人情報を閲覧されることの無いように、厳重に管理する。  

第７条(利用規約)  

 特別事業部は、新歓期における企画もしくは計画の立案及び運営を行う上で必要な業務に限って

個人情報を利用する。  

第８条 (廃棄)  

 特別事業部は、前条で定めた全ての業務が終了した後、早急に個人情報を破棄する。  

第９条(第３者提供)  

 特別事業部は、個人情報を第三者に提供しない。  

第１０条  

 前条に関わらず、以下のいずれかに該当する場合は、特別事業部は個人情報を第３者に提供する

ことがある。  

① 提供者からの承諾を得た場合  

② 警察や裁判所等から事件捜査に関わる情報開示の依頼があった場合 

③ 法令に基づく場合 
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ステージエントリーシート 

※Word 上で記入をし、PDF データに変換して提出をお願いします。 

団体名                                

出演人数       人  

  団体代表者  企画責任者  

フリガナ      

名前                                          

学生証番号      

学部・回生      

携帯電話番号      

携帯メールアドレス      

学内メールアドレス  @ed.ritsumei.ac.jp  @ed.ritsumei.ac.jp  

※確認のためご連絡を差し上げることがあるので、責任者の方は連絡を取れる方にしてください  

●実施場所が学生会館小ホールとなった場合でも出演を希望する。 

（はい・いいえ） 

●他キャンパスでエントリーされている団体はすべてに〇をお付けください。 

（ OIC ・ BKC ） 

≪発表内容≫ 

●団体の紹介（活動内容・実績・魅力など）  

※選考会の際、審査の一部として使用します  
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●発表曲についてご記入ください(音楽団体のみ)※アカペラサークル等含む  

曲名  曲の説明  どちらかにチェック  時間  

    □ コピー□ オリジナル  分  

    □ コピー□ オリジナル  分  

    □ コピー□ オリジナル  分  

※出演時間の都合上、発表曲数を減らして頂く場合がございます。あらかじめご了承ください。  

※ステージ上に登壇できる最大人数については、中央ステージ・ホールステージ(小ホール)

共に、別紙に記載しています。 

 

●使用備品及び機材をご記入ください(必須)  

【使用備品】  

  

※電力を使用する場合は「電力使用願」、車輌入構が必要な場合は「車輌入構申請書」の提出が別

途必要になります。  

 

●詳しい発表内容をご記入ください ※選考会の際、審査の一部として使用します。 

1) 入場時や曲中での音源使用(BGM や効果音)の有無と曲数(どちらかにチェッ

ク)  

□ 有   （      ）曲  
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□ 無  

2)パフォーマンス内容(具体的な発表の流れや見どころなど) 

  

3) 発表時間について (準備時間最大：3 分,パフォーマンス最大：10 分)  

パフォーマンス希望時間  分  準備時間  分  

※準備時間が 3 分で収まらないと予想される場合、ご相談ください。  

4)当日の発表時間について    

どうしても無理な時間帯がある場合はご記入ください。その際、理由も必ず明記

してください。  

※理由が明確に記入されていない場合は考慮できません。また、当日の発表時間に

つきましては指定することはできません。あらかじめご了承ください。  

  

出演する時間に関しては、ステージの構成上の都合により、ご希望に添えない場合がござ

います。あらかじめご了承ください。  

  

●観客の撮影規制を希望する           （はい・いいえ） 

  ※希望する団体は、ヒアリングにてご相談ください 

 

●個人情報について  
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団体名    【                 】 

出演者リスト 

氏名  回生  学部  学生証番号  

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

その他ご質問等がございましたら、 P.30に記載されている   

お問い合わせ先、特別事業部 にお気軽にご連絡ください。   

【個人情報】   

P.19 にある「個人情報保護に関する規約」に同意し、個人情報を記入して

いただけるのであれば、「同意する」に✓をお付けください 

      

  

□ 

  

同意する 
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ヒアリング希望日程表  

団体名  

 

・ステージでの発表に向けた打ち合わせとして担当者とのヒアリングを実施します。 

 どうしても都合の悪い時間帯に×を書いてください。 

また、1 回目と 2 回目は同じ人が来られる日程にして下さい。  

・対面でも zoom でも参加可能な日時でご対応ください 

【１回目】 

 3 月 15 日（火）  3 月 16 日（水）  3 月 17 日（木）  3 月 18 日（金）  

9：00～     

10：00～     

11：00～     

13：00～             

14：00～             

15：00～             

16：00～             

【2 回目】 

 3 月 21 日（月）  3 月 22 日（火）  3 月 23 日（水）  3 月 24 日（木）  3 月 25 日（金）  
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9：00～      

10：00～      

11：00～      

13：00～                

14：00～                

15：00～                

16：00～                
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立命館大学新歓実行委員会  

実行委員長 森本 晴絵殿 

誓約書  

  

私たちは 2022 年度衣笠ウェルカムフェスティバルにおいて、企画に参加するにあたり、 下記の事項

を厳守することを誓います。下記の事項に反した場合は、いかなる処罰を受けても異議はありません。  

  

記  

  

①企画中及びリハーサル中において暴力行為、差別的行為、宗教的行為、反社会的行為は  

行わないこと  

(※立命館大学学友会新歓実行委員会及び特別事業部に相談の上、許可された企画及び  

リハーサルを除く)  

②企画参加中に不可抗力以外の理由で発生した事故に関する責任は団体が負うこと  

③備品の破損・紛失または施設の破壊をした際には団体の責任において弁償すること  

④立命館大学学友会新歓実行委員及び特別事業部員、大学関係者からの中止の判断が言い  

渡された場合には、直ちにその指示に従うこと  

⑤本冊子に記載された事項を遵守すること  

⑥中央事務局特別事業部個人情報保護に関する規約に同意すること  

⑦その他、立命館大学新歓実行委員会及び特別事業部の指示に従うこと  

  

  

 

 

 

以上  

 

2022 年     月     日 (   ) 

団 体 名                

団体責任者                

現 住 所                

連絡先(携帯)               
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電力使用願  

  

  

ウェルカムフェスティバルステージで電力使用を希望する場合はこちらの書類に記入の上、

提出をお願い致します。Word 上で記入をし、PDF データに変換して提出をお願いします。 

 

  

  

  

電気器具名  個数  １個あたりのワット(W)数  

      

      

      

      

      

      

 

総ワット(W)数            

  

 

 

 

 

 

 

団体名                       

団体責任者名                    

連絡先(携帯番号)                  
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車輌入構届  

 ウェルカムフェスティバルステージの発表準備・当日において車輌入構が必要な場合、注意事項を確認しご

記入の上、提出をお願い致します。 Word 上で記入をし、PDF データに変換して提出をお願いします。 

 

団体名    

企画責任者  
氏名  学生証番号  

連絡先(携帯)  

団体責任者  

氏名  学生証番号  

連絡先(携帯)  

運転手  

（学生の場合のみ学生証番号を記入） 

氏名  学生証番号  

連絡先(携帯)  

入構希望日時  

□4 月   日( )  時  分   ～   時   分  

□4 月   日( )  時  分   ～   時   分  

入構理由  

(詳細に記入してください)  

  

  

搬出・搬入備品の詳細  

  

  

車のナンバー  

例：京都   １ １ １ あ １ １ － １ １  

  

  

車種名・車名  

（レンタカーの場合業者名と店舗名を記入） 

□自家用車    □レンタカー     □トラック(   ｔ)  

(例：ハイエース)  

車の色    

業者名(依頼する場合)    

※車輌入構のルートをヒアリング時にお聞きする可能性がございますので事前にご検討ください。  

※１台の車輌につき 1 枚のご提出をお願い致します。万が一複数台ございましたらコピーの上、２台目以降のものを１台

目のもの同様に記入・提出してください。  

※必ず全項目に記入をお願いします。不備があると車輌入構許可証が発行できません。  

※入構の際は、警備員の指示に従ってください。  
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新型コロナウイルス感染症対策に関

する誓約書 
2022 年  月  日 

立命館大学新歓実行委員会  

実行委員長  森本 晴絵 殿  

 

私たちは 2022 年度立命館大学衣笠キャンパスウェルカムフェスティバルのス

テージ企画に参加するにあたり、下記の事項を厳守して誠実に参加することを

誓います。下記の事項に反した場合はいかなる処罰を受けても異議はありませ

ん。  

1 同居する者に発熱(37 度 5 分以上)しているものがいない。 

2 喉の痛み、咳、味覚嗅覚の異常などの風邪の症状がない。 

3 2 週間以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国・地域への渡航をして

いない、また当該国・地域の在住者との濃厚接触がない。 

4 新型コロナウイルス陽性とされた者との濃厚接触がない。 

5 新型コロナウイルスと確定診断を受けていない、または受けたものの治癒した。 

6 上記の内容を全出演者に遵守させる。  

以上  

 

団体名                   

氏名                      

学生証番号                 

現住所                     

                      

連絡先(携帯)               
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提出資料一覧  
 

□エントリーシート 

□出演者リスト 

□ヒアリング希望日程表 

□誓約書 ※代表者のみ   

□映像データ 

□電力使用願 ※必要な場合のみ  

□車輌入構届 ※必要な場合のみ 

□新型コロナウイルス感染症対策に関する誓約書 ※代表

者のみ 

□新型コロナウイルス感染症対策について 

 

 

本冊子をよく読み、受付時に 

提出不足の無いよう、よろしくお願いいたします。 
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●問い合わせ先● 

中央事務局特別事業部衣笠支局 企画課ステージ 

T  E  L：075－465－7891 

対応時間：13：00～17：00 

（土日祝日は対応しておりません） 

 

ステージ公式 LINE アカウント 

 

 

発行元：中央事務局特別事業部 


